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2017.4.1 秋田駅・西口施設がグランドオープン 

秋田の活性化プロジェクトが動き出します！ 
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１ プロジェクトタイトル 

  

 

 

 

 

 

 

２ プロジェクトキャッチコピー 

 

        秋田はきっといい日になる 
 

秋田県、秋田市及び東日本旅客鉄道株式会社は、２０１５年９月に「地方創生に向けた

コンパクトなまちづくりに関する連携協定」を締結して以来、冬の秋田市中心市街地をイ

ルミネーションで彩る「あきた光のファンタジー」をはじめ、秋田駅周辺のにぎわい創出

の取組などを連携して進めて参りました。 

今年は、３月に「秋田新幹線こまち開業２０周年」を迎える大切な節目の年であり、ま

た、４月からは「秋田県春の大型観光キャンペーン」がスタートします。 

これを期に、三者連携によるまちづくりの取組を一層推し進めるため、秋田駅と西口施

設等の魅力・機能向上に向けた一体的整備（４月１日グランドオープン予定）や、統一し

たプロジェクトタイトル、コピー、ロゴを用いた情報発信、「あきた音楽大使」である「高

橋 優」氏とコラボレーションした秋田駅発車メロディの変更などを、「NORTHERN STATION 

GATE AKITA ノーザンステーションゲート秋田」プロジェクトとして位置づけ、次の２０

年に向けて秋田の活性化に取り組んで参ります。 



３ 「ノーザンステーションゲート秋田」の由来・ロゴについて 

 

【タイトルの由来】 

NORTHERN（ノーザン）には、“高質な田舎”を目指す北東北の“北の雄”として、 

STATION GATE（ステーションゲート）には、秋田の“ゲート”であり、中心市街地の“ゲ

ート”として地域が連携して相乗効果を目指す、という願いを込めています。 

 

【ロゴ】  

≪茜色パターン≫ 

 
≪オフホワイトパターン≫ 

 

 

【デザインの意図】 

「秋田」の字をアイコン化しました。「田」の文字には「北（北斗星・ノーザン）」を指

す羅針盤を配置。羅針盤を駅に見立てて、周辺の街区や秋田の地域が活性化していくこ

ともイメージしています。茜色は秋田新幹線こまちのイメージカラーです。 



【駅ビルトピコ装飾イメージ】※３月中旬実施予定 

 

 

 

４ キャッチコピー「秋田はきっといい日になる」について 

 

「高橋 優」氏の代表曲「明日はきっといい日になる」に呼応したメッセージです。  

秋田を訪れるひと、秋田に暮らすひと、全員が、秋田の地で「いい時間」「いい生活」

を過ごして欲しい、という願いを込めています。 

 

 

 

５ 秋田駅発車メロディ変更について 

 

（１） 変更予定日   

２０１７年３月２２日（水） 

※こまち開業２０周年の日 

 

（２） 新メロディ   

高橋優「明日はきっといい日になる」 

 

    

あきた音楽大使 高橋 優（たかはしゆう） 
1983年秋田県生まれ。2010年メジャーデビュー。 

昨年 9月に秋田県横手市で野外音楽フェス 

「秋田 CARAVAN MUSIC FES」を開催、 

2日間で 16,000人を動員した。 

 

なお発車メロディの編曲は地元秋田を拠点に活動する 

シンガー・ソングライターの 

「渡部絢也（わたなべじゅんや）」氏が手掛けます。 



６ 秋田駅・西口施設のグランドオープンについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 秋田駅 

【秋田駅東西連絡自由通路（ぽぽろーど）ファサード】 ※３月１０日頃完成 

・中央改札前には、西口駐車場まで約８０ｍにわたり連

続する秋田杉のファサードが誕生し、秋田のゲートの

新たな顔となります。 

・これによって秋田公立美術大学小杉准教授と連携して

進めてきた秋田駅木質化プロジェクトが完成します。 

・中央改札側のびゅうプラザ上部に秋田の竿燈まつりの

提灯を増設し秋田らしい顔づくりを行います。 

 

【新待合ラウンジ】 ※３月１０日頃完成 

・観光案内所、待合室、店舗が一体となったトレインビ

ューの新たな「おもてなし空間」が誕生します。 

・秋田杉をふんだんに使った内装で、駅の待合室として

は、これまでにない空間になります。 

・待合ラウンジ内には、地元秋田の萩原製作所が制作す

る県産オニグルミ材等のオリジナル家具や、秋田木工

の曲木チェア、ロッキングチェアなど、多彩な家具が

並びます。 

・また秋田公立美術大学の今中教授が新たに考案した秋

田県の地形を立体的にデザインにしたオリジナルスツ

ールが登場します。 

・４～６月の秋田県春の大型観光キャンペーン中、ロボ

ット Pepper（ペッパー）が観光情報を発信します。 

 

 

 

 

新幹線こまちの座面張地

を採用した秋田木工の曲

木チェア 

秋田県の地形を立体的に

表現したオリジナルスツ

ール 

秋田杉を用いた立体的なルーバー天井 

完成イメージ 

駅ビル 

トピコ 

２Ｆ 

西口 

東西連絡自由通路（ぽぽろーど） 

新びゅうプラザ・みどりの窓口 

新待合ラウンジ・秋田市観光案内所 

構内店舗・コインロッカー 

中央 

改札 
東口 

新西口 

駐車場ビル 



【秋田市観光案内所】 ※３月６日移転予定 

・リニューアルする観光案内所は,多言語対応強化、案

内用タブレット端末を新規導入するなど、新たな東北

観光のシンボルマークのもとインバウンド対応を強

化します。 

・日本政府観光局「JNTO認定外国人観光案内所」の「カ

テゴリー２」に認定されました。 

・英語で対応可能なスタッフが常駐し、広域の案内を提

供します。 

 

【新びゅうプラザ・みどりの窓口】※１２月開業済 

・旅のご相談、きっぷの窓口、指定席自動券売機を一

体的に整備し、お客さまの利便性が向上しました。 

 

【構内店舗】 ※２～３月順次開業 

・２店新規開業、１店リニューアル予定です。 

・コインロッカーをわかりやすく集約します。 

 

【仮囲い装飾“エキマド”】※３月６日頃まで 

・施工会社と秋田公立美術大学景観デザイン専攻の学

生たちの協力のもと、内装に用いる端材等を用いた

アートを装飾しています。現在の「サクラ」の装飾と、

これまでの「コノハ」と「ユキ」の装飾を開業時に

プレゼントする予定です。 

 

 

 

 

  

東北観光推進機構の「Treasureland 

TOHOKU－JAPAN」（フェニックスマーク）

をモチーフにした東北エリアの 

観光案内所の新しいロゴマーク 

完成した新びゅうプラザ・みどりの窓口 

制作風景 

秋田杉のファサード完成イメージ ※一部実際と異なります 

新待合ラウンジに面した構内店舗（イメージ） 

現地の装飾状況 



（２） 秋田駅西口施設 

【秋田駅西口駐車場ビル（トピコ・アルス第１駐車場）】 ※４月１日開業予定 

・立体駐車場（２７７台）、駅レンタカー、カフェ 

（新規）を併設し、交通結節点機能を強化します。 

・自由通路に直結した駐車場は３０分の無料サービスを

実施し、気軽にお越しいただきやすくします。 

・駐車場のお支払では Suicaが利用できます。 

（秋田県初）※ＪＲ東日本調べ 

・秋田の玄関口の顔として、秋田杉を用いた外観とする

とともに、１階の駅前広場に面して秋田県産の栗の木

を使用したベンチを設置します。 

 

【駅ビルトピコ２Ｆリニューアル】 ※４月１日全体開業予定 

 

 

 

 

・秋田の地酒を体感できるお店や東北６県をテーマにした新店舗などが開業します。 

・自由通路（ぽぽろーど）に面したファサードを改修し、にぎわいを創出します。 

 

 

（３） 今後の計画について 

・秋田駅西口では、現在、建設中のＪＲ秋田支社ビルが３月末に完成予定。支社跡地に

は２０２０年の春放送開始を目指してＡＢＳ秋田放送の本社移転を進めています。 

・また、秋田駅東口の健康・スポーツをテーマにしたプラチナタウン計画を進めており、

２０１８年春にスポーツ整形クリニック開業を計画しています。 

・今後、「ノーザンステーションゲート秋田」の取組を推進し、今年度末の第２期秋田

市中心市街地活性化基本計画の認定（予定）も見据え、県都秋田の活性化に向けて、

より一層の官民連携により進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観完成イメージ 

【秋田駅西口】ＪＲ秋田支社ビル完成イメージ 

（3月末支社ビル、今秋 外構完成予定） 

【秋田駅東口】 

（仮称）城東スポーツ整形クリニック 

完成イメージ（2018年春開業予定） 

エントランス改装イメージ 

 

 

第２期秋田市中心市街地活性化基本計画 



秋田駅・秋田駅西口 新規・リニューアル店舗について 
 エリア 店舗名 開業日 内容 

①  秋田駅２F 

【新規】 

おみやげ処 こまち苑 

 
2月 15日 駅をご利用されるお客さまへ「秋田らしい」地元のおみ

やげ品を厳選して取り揃えました。秋田の食や地酒など

当店が自信を持っておすすめします。 

②  秋田駅２F 

【新規】 

 

駅そば しらかみ庵 

 

 

3月 10日 

（予定） 

「駅そば」の味をご家族やグループでお気軽にご利用で

きるテーブル席を設けた「駅そば」が秋田駅に復活しま

す。本格的なそば・うどんなど豊富なメニューとこだわ

り食材で、どなたにもご満足いただける味わいをお手ご

ろ価格でご提供します。 

③  秋田駅２F 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

ＮｅｗＤａｙｓ 

秋田ぽぽろーど店 

 

 

3月 24日 

（予定） 

駅をご利用の皆さまに、炭火焙煎の挽きたてコーヒーの

提供や、秋田ならではのお土産を品揃えし、上質なひと

時をサポートいたします。また日常使いのお客さまにも、

生活の一部となるよう、より良い商品と心温まるサービ

スをご提供いたします。 

④  西口駐車場

ビル１F 

【新規】 

ＪＲ駅レンタカー 

秋田営業所 

 

4月 1日

（予定） 

ビジネス、観光に便利な『駅レンタカー』が秋田駅西口

徒歩１分の「駅ナカ」にオープン。インターネット予約

でもっとおトクに快適に秋田の旅をサポートいたしま

す。 

⑤  西口駐車場

ビル２F 

【新規】 

スターバックスコーヒー 

秋田駅店 

 

4月 1日

（予定） 

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したバラエティ

豊かなエスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー、サ

ンドイッチをお楽しみいただけます。 

⑥  トピコ２Ｆ 

【新規】 

秋田初出店 

東北めぐり いろといろ 

 

1月 28日 秋田を訪れる観光客やビジネス客、地元に暮らす方々へ

向け、地元秋田のおみやげ品を中心に東北地域の銘菓や

工芸品などを厳選して取り揃えました。東北の食や伝統

を楽しむ方々へ当店が自信を持っておすすめします。 

⑦  トピコ２Ｆ 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

おいしい秋田 本山物産 

 
2月 23日 

（予定） 

「ふるさとの味を全国に」をモットーに、県内各地の“お

いしい秋田”をあつめました。県外からお越しの方にも

地元の方にも満足していただけるよう、バラエティ豊か

な商品を取り揃えております。 

⑧  トピコ２Ｆ 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

さいとう 

 
3月 11日 

（予定） 

自社工場で 1 本 1 本丁寧に焼き上げたきりたんぽ、こだ

わりの比内地鶏など、厳選食材を詰め合わせた逸品です。

本場秋田の味をご家庭でもお楽しみいただけます。 

➈ トピコ２Ｆ 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

石川酒店 

 

 

3月 15日 

（予定） 

 

当店オリジナル日本酒など秋田の日本酒をメインに焼

酎・ワイン・地ビールなど豊富に取り揃えております。

お客さまにあったお酒をご紹介いたしますので「お気に

入り」の１本を探してみてはいかがでしょうか。愛飲家

の方はもちろん、ビギナーの方もお気軽にお越しくださ

い。 

➉ トピコ２Ｆ 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

金萬 

 

3月 25日 

（予定） 

秋田銘菓「金萬」は、上質な白餡をカステラ状の皮で包

み丁寧に焼き上げた、ほんのり上品な甘さの風味豊かな

お菓子です。伝統の風味はそのままに、愛らしい「ハロ

ーキティ金萬」が新登場。また、金萬セレクトコナーで

は、新たにこだわりの秋田の工芸品や特産品を展示・販

売いたします。 

⑪ トピコ２Ｆ 

【新規】 

新業態 

ｸﾗｳﾄﾞ 

ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

あきたくらす 

 
4月 1日 

（予定） 

秋田の地酒を気軽に楽しめる立ち飲みエリアが登場。話

題のプレミアム日本酒から、地元ならではの限定酒など、

1 杯 500 円から飲み比べができます。酒器や皿も県内作

家によるこだわりの作品を使用。日本酒から土産品まで、

ここにしかない秋田を是非ご体感ください。クラウドフ

ァンディング「ＦＡＮあきた」でサポーターも募集しま

す。 

⑫ トピコ２Ｆ 

【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 

 

お菓子のくらた 

 
4月 1日 

（予定） 

嘉永 6 年(1853 年)に和菓子屋として創業。発売から 50

年以上ご愛顧いただいております「おばこナ・ひでこナ」

を始め、様々な和洋菓子を提供させていただいておりま

す。 

 

参考配布 

ＪＲ東日本秋田支社 


